
基本目標１

将来のうきは市を担う人を育み、
大切にしています

第２章｜政策分野別のまとめ方



第１章｜すべての人の人権が大切にされています(人権)

現況と課題
１．人権・同和対策の取組
・..同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等さまざまな人権問題は、そ

れぞれに特有の歴史と課題を有しています。また近年のインターネットの普及により、匿名

性を悪用した悪質な差別表現の流布、プライバシーの侵害や誹謗中傷等による人権侵害が発

生するなど、新たな課題も発生しています。

・..本市でも「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「うきは市あらゆる差別の撤廃と

人権擁護に関する条例」に基づきさまざまな施策を進めています。

２．啓発活動や相談機能の状況
・..本市では、市民一人ひとりがあらゆる人権問題に対する理解と認識を深めるとともに、人権

問題を自らの課題として捉えることができるよう、また差別の現実を知ってもらえるよう、

同和問題啓発強調月間講演会や人権セミナーにおいて当事者の話を聞く機会を設け、また人

権フェスティバルでは多くの市民が参加しやすいようなイベントを開催するなどの取組を

行っています。また、学校や各種団体、地域、グループなどにおいて出前講座を開催しながら、

多くの市民に対する啓発を行っています。

・..市民意識調査の結果から同和問題解決のために積極的に努力したいという人の割合が減少し、

自分は差別しないようにしたいという傍観者的立場の人の割合が増加した結果等を踏まえ、

今後は自治協議会等地域のリーダー育成・活用が必要です。

・..市民意識調査の結果から人権が侵害された場合の相談について公的機関への相談が少ないと

いう結果等を踏まえ、今後は、相談窓口の周知に努める必要があります。

基本方針
すべての人が共存できる社会の実現のため、同和問題をはじめとするすべての人権問題を解決

する教育や啓発を推進し、さまざまな分野で、差別や偏見をなくすための取組を進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　人権・同和対策の推進 ●「法律」や「条例」に基づき総合的に施策を進めます。
●市民一人ひとりの参加を促進するため、今後もあらゆる場における
人権・同和教育及び啓発の充実を図ります。

２　啓発活動や相談体制の
充実

●啓発は継続することで効果を発揮するものであり、定期的な講演会、
学習会の開催等を推進します。併せて、内容の工夫等を通して、多
くの市民の参加と新規参加者の参加促進を図ります。

●自治協議会等地域におけるリーダーの育成を進めます。
●法務局、人権擁護委員など関係団体との連携を継続して行うととも
に、市民認知度の低い相談事業についての市民周知を図ります。
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▲うきは市人権セミナー

▲うきは市人権フェスティバル

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

①同和問題啓発強調月間講演会の
　参加人数 338人 450人

②人権セミナーの参加人数 636人 800人
③出前講座の開催回数 24回 35回
④人権フェスティバルの参加人数 677名 850人
上記①②④への新規参加者割合
（アンケート回答者数ベース） 12.4％ 17％
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第２章｜自治協議会等の活動が活発になっています(コミュニティ)

現況と課題
１．まちづくり活動団体の取組
・..本市では地区自治協議会や行政区での取組をはじめ、まちづくり活動を推進する団体によっ

て地域おこしのための各種活動も行われており、市民間の絆が生まれ地域が発展しています。

市では、これらのまちづくり活動の支援を進めています。

２．自治協議会の活動の実態
・..本市では、11の小学校区（地区）を単位とした、総合的なまちづくり組織「自治協議会」がコミュ

ニティセンターを拠点施設として、さまざまな地域課題を解決し、住みよいまちづくりを推

進しています。

・..地区自治協議会は、各地区において多くの市民や各種団体等の参画と協働により、市民自ら

の自主的・主体的なまちづくりを実現していくため、地域の「共助」の体制づくりに取り組

んでいます。

・..地区自治協議会は、その地域で活躍する各種団体により構成され、行政区をはじめとするさ

まざまな組織や団体、ＮＰＯ、ボランティア等が集まり、地域のまちづくり目標に向かって

連携して活動しています。

・..協議会間の横の連携や情報共有などを図るため、「自治協議会連絡会」の定期開催や、協議会

ごとのまちづくりの目標を地域住民で共有する「地域計画」に取り組んでいます。

基本方針
「協働のまちづくり」を推進するため、地域おこしと絆づくりに取り組むまちづくり活動団体

に対し、支援育成に取り組みます。また、行政区を基盤とした地区自治協議会が、各コミュニティ

センターを拠点にして住民自治によるまちづくりを推進するため、総合的な人的支援・物的支援・

財政的支援を行っていきます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　まちづくり活動団体の
育成

●地域おこしと絆づくりに取り組む団体が、積極的に各種活動に参画
できるよう、活動支援等を行います。

●多様化している市民や団体のニーズに対応した事業を支援します。

２　地区自治協議会の支援
の充実

●市管理職を本部員とする地域コミュニティ支援本部を設置するとと
もに、協働のまちづくりに関する地域の窓口機能を「市民協働推進
課」に位置づけ、日常的に各地区の自治協議会との連携強化を図り
ます。

●定期的に会議や研修などが開催され、地域住民の活動拠点となって
いるコミュニティセンターの整備を進めます。

●自治協議会の各種事業を発展させるため、自治組織運営支援交付金
による支援に取り組みます。
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▲寺子屋「絵画教室」

▲親子たこあげ大会

▲まちおこしと交流を兼ねたイベント

▲自治協議会の交流イベント

▲寺子屋塾活動

▲地域愛着を目指す鯉のぼりの飾り付けイベント

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

コミュニティセンター利用者数 41,564人 52,000人
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第３章｜男女が互いに認め合い、尊重する 
男女共同参画社会を実現しています(男女共同参画)

現況と課題
１．男女共同参画社会への意識づくり
・..我が国においては、平成11年（1999年）施行の「男女共同参画社会基本法」に基づく「男

女共同参画基本計画」が策定され、さまざまな施策が実施されてきました。しかし、私たち

のまわりには、依然として性別による固定的な役割分担意識や、女性や男性の生き方の自由

な選択に影響を及ぼす慣行・慣習などが残っている状況にあります。

・..人口減少や高齢化の進展、社会のグローバル化、経済状況の大きな変化など、複雑化する社

会環境への対応が求められる中、男女が等しく家庭、地域、学校、職場など社会の責任を担い、

すべての人が自らの意思で多様な生き方を実感できる男女共同参画社会の推進は重要な課題

として位置づけられます。

・..本市においても、男女共同参画社会や男女間の暴力を許さない意識の高揚のため、講演会、

研修会、セミナーの開催、また、図書館において「男女共同参画コーナー」を設けるなど、

啓発を進めています。

・..「男女共同参画週間」や「女性に対する暴力をなくす運動」期間中は、ホームページや広報う

きは、防災行政無線等により周知を行い、男女共同参画への意識改革を推進しています。

２．家庭・地域・学校・職場等による男女共同参画の推進
・..家庭における男女共同参画の意識づくりのため、父親の視点から子育てを考える講演会や上

映会、男性の料理教室等の両立支援講座を実施して、育児や介護を分かち合う環境づくりを

進めています。

・..地域においては、全戸に対するセクシュアルハラスメントのチラシ配布や、各コミュニティセ

ンターに対するポスターを配布し、意識啓発に取り組んでいます。また、学校においては男女

共同参画井戸端会議を実施し、子どもの時から男女共同参画の意識づくりを進めています。

・..市内の事業所に対しては、事業所を訪問して男女共同参画に関するチラシやパンフレットを

配布し、啓発を進めています。

■女性議員・委員比率：平成 27 年４月１日現在

区分
議員・委員数（人） 女性比率（％）
男 女 合計 うきは市 県内全市町村平均

議会議員 13 ２ 15 13.3 －
社会教育委員 ５ ５ 10 50.0 －
地方自治法180条の５に基づく委員会 34 ９ 43

20.9 14.3

　教育委員会 ３ ２ ５
　選挙管理委員会 ３ １ ４
　人事又は公平委員会 １ ２ ３
　監査委員会 ２ ０ ２
　農業委員会 23 ２ 25
　固定資産評価審査委員会 ２ ２ ４

合　　計 52 16 68 23.5 －
 資料）男女共同参画推進室資料

48

前期基本計画　基本目標1　第３章｜男女が互いに認め合い、尊重する 男女共同参画社会を実現しています(男女共同参画)

第２次うきは市総合計画



▲うきはの魅力を引き出すロール
パネルディスカッション

▲男女共同参画講演会

■女性審議会委員比率 : 平成 27 年４月１日現在

区分 審議
会数

委員数（人） 女性比率（％）
男 女 合計 うきは市 県内全市町村平均

地方自治法第 202 条の３に基
づく法律・条例等による審議会 35 284 115 399 28.8 29.2

（平成26年４月１日現在）
 資料）男女共同参画推進室資料

基本方針
男女が互いに認め合い、人権が尊重され、性別にかかわらず、すべての人が社会に参画し、そ

れぞれの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを目指します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　人権を尊重し男女共同
参画社会を進める意識
づくり

●男女共同参画社会の実現に向けて、基盤となる人権を尊重する意識
の高揚を図るとともに、固定的性別役割分担意識の解消をはじめ、
男女共同参画についての正しい理解を促進するための広報・啓発、
学習、教育を推進します。

２　家庭における男女共同
参画の促進

●家庭において男女がお互い家族としての責任を果たし、育児や介護
をともに担っていくという意識の醸成を図ります。また、福祉の充
実や健康づくりに取り組み、誰もが安心して暮らせる環境づくりを
進めます。

３　誰もが参画できる男女
共同参画による地域社
会づくり

●身近な地域活動において男女共同参画の取組を推進するとともに、
さまざまな視点や発想を取り入れることができるよう、あらゆる分
野での政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進めます。

４　男女がともに活躍でき
る就労環境の実現

●就労の場における各種法制度の周知・啓発を行うとともに、誰もが
働きやすい環境づくりに向けた啓発を行います。また、農業におい
ては農業技術や経営管理能力の向上を図るための支援を行い、男女
ともに起業・創業するための支援・育成等を行います。

５　男女間の暴力を許さな
い対策の充実

●ＤＶを防止するための意識啓発をはじめ、被害者に対して適切な支
援を行えるよう、相談体制の充実、被害者に対する支援、関係機関
との連携体制の構築を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成27年度）

目標
（平成32年度）

審議会等女性委員登用率 28.8％ 30.0％
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第４章｜安心して子どもを産み育てています(次世代育成)

現況と課題
１．子どもを取り巻く環境の変化
・..国内では、急速な少子化の進展や都市部及びその周辺地域での待機児童の増加、親の働く状

況の違いによる幼児期の教育・保育の提供体制の違い、家庭や地域における子育て環境の変

化等、子育て環境をめぐる課題が指摘されています。

・..このような子どもと子育てをめぐる社会的背景のもと、平成24年（2012年）８月に「子ども・

子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法が成立し、本市でも、平成 27 年度

からは、子ども・子育て支援法に基づく「うきは市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、

子ども・子育て支援施策に取り組んでいます。

２．保育所の整備とニーズに合った保育内容の取組
・..保育所については、廃園や新設を通して市民ニーズに合った施設整備を進めていますが、保

育士の不足等への対応が求められるとともに、保育士の資質向上のための各種研修会等への

積極的な参加等が求められています。

３．家庭や地域における子育て支援の状況
・..子育て世帯を取り巻く環境は、核家族化、少子化等により大きく変動しており、共働き世帯

の増加や就労形態の多様化が進む中、保育サービスをはじめとした地域における子育て支援

の充実が望まれています。本市では、久留米広域定住自立圏（連携中枢都市圏）協定により、

参加団体相互の保育所の一時保育や子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター

くるめの利用が可能となっており、子育て家庭からの相談があった場合、利用を提案してい

ます。

・..放課後児童健全育成事業（学童保育）や、保育所の休日保育等、子どもの居場所づくりを進

めており、図書館・ぬくもり広場の利用も行われています。

・..家庭環境に何らかの問題があるとみられる家庭については、家庭児童相談員が介入し、環境

改善に向けて働きかけています。

・..本市が子育てしやすいまちになるためには、「うきは市子ども・子育て支援事業計画」に基づ

く事業の着実な実施を図るとともに、「経済的負担軽減」や「子どもに対する医療制度の充実」

等の子育て世帯のニーズが高い取組を充実させることが必要です。

４．支援を要する児童への対応
・..支援を要する子どもや子育て家庭への対応としては、大きく「児童虐待防止対策」「ひとり親

家庭への支援」「障がい児への支援」の３つの視点があげられています。

・..「児童虐待」については、現在、児童相談所や教育委員会等関係機関との連携により相談・支

援に取り組んでいますが、ケースの多様化、複雑化が進んでいます。

・..「ひとり親家庭等への支援」では、自立に向けた各種支援等に取り組むとともに、「障がい児

への支援」については、各種サービスの充実を図るとともに、関係機関と連携して、発育・

発達の確認や健康の障がいとなる要因の早期発見を継続して実施していく必要があります。
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５．食育の推進
・..学校、保育所等において、子どもの健全な食生活の実現と健全な心身の成長を図るため、農

業体験や調理実習などさまざまな体験活動を実践し、魅力ある食の教育を推進しています。

■保育所の状況：各年４月１日 （単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年

入所児数 入所児数 入所児数

３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計 ３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計 ３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計

230 192 436 858 217 203 455 875 245 172 436 853

基本方針
家族の絆が大切にされ、安心とゆとりをもって、子どもがすくすく育つ家庭環境と、ボランティ

アを含めた子育て支援のさまざまな活動を通じて、地域のふれあいの中で、子どもがのびのびと

健やかに育つまちを目指します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　家庭・地域における子
育ての支援

●子育て支援センターでの親子のコミュニケーションの充実を図ると
ともに、各種相談体制や子育て支援情報の充実、地域、ボランティ
ア、行政が一体となった子育て支援ネットワークの推進を図ります。

●通常保育のほか、一時預かり、延長保育、休日保育、病児・病後児
保育等多様な保育サービスの充実を図るとともに、認定こども園の
充実を図ります。併せて幼稚園における預かり保育の充実も図りま
す。

●学童保育所の整備、体制づくりをはじめ、放課後子ども総合プラン
の推進等子どもの放課後の居場所づくりの充実を図ります。

●乳幼児医療費助成等子育て世帯への経済的支援を進めます。

２　妊産婦や子どもの健康
の確保

●母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問等の継続的
な取組をはじめ、不妊治療への支援、各種子育て相談等を通して、
妊娠・出産・育児に対する不安の解消を図ります。

●乳幼児健康診査、予防接種、小児救急医療体制等の充実を通して、
母子の健康増進を推進します。

３　子どもが健やかに成長
する教育環境の整備

●生徒の個性や能力を伸ばす教育内容の充実に努めるとともに、豊か
な心を育む教育や地域に開かれた学校づくり、さらには、いじめ防
止や不登校児童生徒への対応等に努め、信頼される学校づくりを推
進します。

●子ども会活動、地域への愛着を高める活動等を通して子どもの生き
る力の育成とともに、思春期保健対策の充実を図ります。

４　安全で安心な子育ての
まちづくり

●市営住宅や公園の整備等を通して良好な住環境の整備を進めます。
●「子ども 110 番の家」の登録推進等防犯対策全般にわたる取組の
強化を進め、子どもを犯罪等の被害から守る活動の推進を図ります。

●安全な通学路や道路環境の整備を通して、子どもの交通安全を確保
するための活動を推進します。

51



▲園児の野菜収穫体験

▲みんなでいただきます

▲収穫した野菜をみんなで料理

▲乳幼児健康診査

主要事業 取組内容

５　家庭と仕事との両立支
援

●ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発、男女共同参画意識の啓発、
さらには父親の家事・育児への参加等を通して、「仕事と生活の調和」
の実現を図ります。

６　援助を必要とする子ど
もや家庭への支援

●家庭児童相談員の活動や養育支援訪問等を通して児童虐待防止対策
の充実を図ります。

●児童扶養手当、日常生活支援、就労支援、医療費助成等を通して、
ひとり親家庭の自立支援の推進を図ります。

７　次世代育成における食
育の推進

●保育園児を対象とした、農業収穫体験・減塩味噌づくり体験・調理
実習等の食育体験事業を行い、幼児期からの食に対する関心の高揚
を図ります。

●親子食育体験教室を通じ、保護者や子どもの食に対する関心と理解
を深め健全な食習慣の確立を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

子育て支援センター年間延べ利用者数 9,996人 10,500人
保育所入所待機児童数 ０人 ０人
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第５章｜安全な環境で、生きる力が身についています(学校教育)

現況と課題
1..確かな学力を育み、個性や能力を伸ばす学校教育
・..国においては、平成 25 年６月に、文部科学省がこれまでの取組の成果と課題を整理し、第

２期教育振興基本計画を策定しました。その中では、社会情勢や教育の状況を鑑み、４つの

方向性（ビジョン）、８つの成果目標（ミッション）、30 の基本施策（アクション）が示さ

れており、その根底には、「生きる力」の育成を目指す、学習指導要領の理念が示されています。

・..本市においては、確かな学力を育むための教育を充実し、「学力向上プラン」など各小中学校

の創意工夫を生かした教育活動の展開を推進しています。また、主体的に進路の選択ができ

るよう、小中学校でのキャリア教育の推進を図り、職場体験等の充実を進めています。

・..優れた知識・技術を有する社会人の積極的な活用を進めており、併せて各種の教育研究を行い、

教職員の資質の向上を図っています。

２．豊かな心と健やかな体を育む教育の取組
・..各学校では、人権・同和教育推進計画に基づいた教育活動を展開し、「自他の人権を尊重し、

差別をなくしていく意志と実践力をもった子どもの育成」を進めています。

・..宿泊研修などの体験活動を生かした道徳教育・福祉教育の推進や、健康で安全な生活を送る

ことができるよう健康教育の充実を推進しています。

・..「健やかな体の育成」については、各学校の課題に応じた「体力向上プラン」を作成し、児童・

生徒の実態に応じた具体的取組を実践しています。

・..家庭教育学級・講演会等を開催し、情報提供とともに、家庭・地域の教育力を高めるための

支援体制の充実を進めています。

・..児童・生徒の心身の健全な発達を目指すため、「食育」を推進するとともに、食材の地産地消

を図り、安全安心な学校給食を進めています。

・..中学校への外国語指導助手の配置を継続し、小学校の英語教育への支援を行うとともに、外

国の人々との交流等を通じ、国際理解教育を推進しています。

・..地域の人材を活用した教育活動を進めており、家庭や地域との連携協力のもと自主・自立的

な学校運営を推進しています。

３．特別な支援を必要とする教育
・..国においては、発達障がい等の障がいのある児童・生徒を適切に支援を行いながら、障がい

の多様化に対応するとしています。

・..特別な支援を要する児童・生徒に対し、個々に応じた支援の充実と個別指導計画の作成を推

進しています。

・..障がい者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システム（障がいの有無に関係な

く誰でも地域の学校で学べるような教育システムのこと）の理念による、個別の教育的ニー

ズに対応する多様で柔軟な仕組みの整備が求められているとともに、実現に向けては、多く

の課題があります。

・..いじめ・不登校については、「うきは市いじめ防止基本方針」を策定するとともに、各学校で

も「いじめ防止基本方針」を示し、予防・解消に向けての体制の整備を行っています。併せ
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▲小学校での土曜授業 ▲中学校での食育推進

て児童・生徒、保護者のさまざまな悩みに対応する教育相談体制の充実を進めています。

４．教育施設・設備
・..情報機器については、機器の更新と併せて充実を図っており、教職員の情報活用能力を高め、

ＩＣＴを活用した情報教育の充実を進めています。

・..学校内及び通学路の安全確保対策のための調査を行い、施設整備計画に基づき改善・改修工

事を実施しています。

・..現在、小学校５校・中学校２校で自校方式の給食調理業務委託を行っています。

５．適正規模・適正配置等の取組
・..児童・生徒数の減少に伴い、小中学校の適正な配置やあり方などについて検討していくこと

が課題となっています。

６．幼児教育の充実
・..幼稚園教育の振興及び私立幼稚園在園児の保護者の教育負担額軽減を図るため、私立幼稚園

就園奨励費を給付しています。

・..就学指導委員会を開催し、幼稚園・保育所と連携し、特別支援教育の充実を進めています。

■児童・生徒数の現状：各年５月１日現在 （単位：人）

　 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

小学校 1,780 1,723 1,689 1,655 1,603 1,617

中学校 942 936 938 888 898 843

合　計 2,722 2,659 2,627 2,543 2,501 2,460
 資料）学校基本調査

■児童・生徒数の将来推計 （単位：人）　　　　　　　

　 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

小学校 1,577 1,595 1,565 1,549 1,541

中学校 845 795 812 788 788

合　計 2,422 2,390 2,377 2,337 2,329
 資料）学校教育課（平成 27 年５月推計）　　　　　　　
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基本方針
「生きる力」を育む教育を推進し、未来を担う人づくりを進めるため、家庭や地域と連携しな

がら学校教育の充実を図るとともに、開かれた学校づくりを進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　確かな学力を育み、個
性や能力を伸ばす学校
教育の充実

●確かな学力の育成を図るとともに、一人ひとりの個性や能力を伸ば
す教育内容の充実や「学力向上プラン」など各学校の創意工夫を生
かした特色ある教育活動を進めます。

●一人ひとりが目的意識をもって主体的に進路の選択ができるよう、
キャリア教育の充実を図ります。

●教職員の資質を向上するため、市教育センターの研修内容等の充実
を図るとともに、優れた知識・技術を有する社会人の積極的な活用
を図ります。

●中学校への外国語指導助手の配置を継続し、小学校の英語教育への
支援を行っていくとともに、外国の人々との交流等を通じ国際理解
教育の推進を図ります。

●地域の人材を活用した教育活動を進めるとともに、家庭や地域との
連携協力による自主・自立的な学校運営を進めます。

●地域の農林業者や事業所、ＰＴＡと連携し、職場体験等を行い、キャ
リア教育の充実を図ります。

●教職員の情報活用能力を高め、ＩＣＴを活用した情報教育のさらな
る充実を図ります。

２　豊かな心と健やかな体
を育む教育の推進

●人権・同和教育推進計画に基づいた教育活動の充実を図ります。
●体験活動等を生かした道徳教育・福祉教育さらには、健康教育の充
実を図ります。

●学校図書館の機能の充実を図るとともに、読書に親しむ態度の育成
を進めます。

●家庭教育学級・講演会の開催、情報提供とともに、家庭・地域の教
育力を高める支援体制の充実を図ります。

●体力テストを通して、明らかになった各学校の課題に応じた「体力
向上プラン」に基づき、体力づくりを進めます。

●児童・生徒の心身の健全な発達を目指すため、食育を進めるととも
に、食材の地産地消を進め、安全安心な学校給食を推進します。

３　特別な支援を必要とす
る教育の推進

●特別な支援を要する児童・生徒に対し、個々に応じた支援の充実と
個別指導計画の作成を推進します。

●いじめ・不登校などの問題を抱える児童・生徒への対応を充実する
とともに、児童・生徒、保護者のさまざまな悩みに対応する教育相
談体制を充実するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャ
ルワーカーの配置を進めます。

４　教育施設・設備の充実 ●学校施設を避難場所として利用することに対応した計画的な施設・
設備の整備について検討します。

●学校内及び通学路等の安全確保対策の改善を進めます。
●自校方式の給食調理業務委託を進めます。
●情報機器については、機器の更新と併せて充実を図ります。

５　適正規模・適正配置等
の取組

●児童・生徒数の減少を踏まえた学校活性化を図るとともに、文部科
学省による「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する
手引」に基づき地域とともにある学校づくりを視点に、総合的な検
討を進めます。
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▲五庄屋の精神を学ぶ会による川下り体験

▲山春小校内で茶摘み

主要事業 取組内容

６　幼児教育の充実 ●私立幼稚園就園奨励費の給付を継続していきます。
●就学指導委員会を開催し、幼稚園・保育所と連携し、適切な就学指
導に基づく特別支援教育の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

児童生徒1,000人当たりの
不登校児童・生徒数

小学校７人（実際12人）
中学校59人（実際53人）

小・中学校全国平均以下
小学校３人、
中学校25人

市内小・中学校いじめ解消率 小・中学校
100％

小・中学校
100％
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▲市民ミュージカル公演.
「お茶会がはじまるよ」

▲市民大学.発表会

▲うきは市民大学.未来学部の子ども議会

第６章｜生涯を通した学習が盛んになっています(生涯学習)

現況と課題
１．生涯学習の取組
・..平成 18 年の教育基本法の改正において「国民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人

生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において

学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければな

らない。」とする生涯学習の理念がうたわれました。

・..中央教育審議会生涯学習分科会では、平成 25 年１月に議論の整理を行い、「今後、社会教育

行政は、社会のあらゆる場で地域住民同士が学びあい、教えあう相互学習等が活発に行われ

るよう環境を醸成する役割を一層果たしていくことが必要」とするとともに、「教育の特性に

ついて配慮する仕組みが必要」としています。

・..本市では、平成 25 年度からうきは市民大学を開設し、運営協議会を設置し、多種多様なプ

ログラムを提供しています。

・..各団体の学習活動支援のため、広報誌を利用していますが、文化協会会員減少と高齢化が課

題となっています。

２．生涯学習施設の活用状況
・..生涯学習センターについては、老朽化が著しく、高齢者・障がい者向けのバリアフリーのた

めの整備や空調設備が十分ではない状況です。

・..図書館については、市内の小中学校の図書室や各地区自治協議会と連携した団体貸出配送サー

ビスを行っていて、新たに市内学童保育所やうきはアリーナへの配送が実現しています。

■図書館利用状況

年次 登録率（％） 貸出冊数 一人当たり貸出冊数 蔵書数

平成26年 33.4 158,597 4.30 103,035
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▲うきは市民図書館 ▲オリジナルえんぴつづくり（図書館）

基本方針
市民の生涯にわたる学習活動を支援するため、社会教育施設間の連携を図るとともに多様な分

野の学習プログラムの構築を目指します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　生涯学習の推進 ●市民大学運営協議会で今後さらに充実したプログラムが提供できる
よう、学生（受講生）の意見も聞きながら対応します。

●うきは市民大学の充実を目指し、広報誌に加え、ホームページにも
掲載して学習活動を支援します。

●文化協会会員増加のため、文化協会加盟各団体の努力を前提に、広
報誌、ホームページを活用し、加入を促進します。

２　生涯学習施設の活用促
進

●社会体育施設の体育協会への管理委託を推進し、広報誌、ホームペー
ジを活用して加入を促進します。

●拠点となる生涯学習センターの老朽化した施設の利活用についての
検討を行います。

●市民の図書館利用の公平性を確保するためにも、遠隔地を含めた団
体貸出配送サービスの確立を図ります。

●団体貸出配送サービスについては、利用団体の意向・要望を踏まえ
て充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきは市民大学講座数
（主催講座・自主運営） 81講座 90講座

図書館利用者数 128,083人 150,000人
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第７章｜青少年が健全に成長しています(青少年育成)

現況と課題
１．青少年育成活動の状況
・..次代を担う青少年の健全な育成のためには、家庭、地域、学校がともにその教育力を生かし

ながら、相互に連携して社会全体で取組を進めることが必要です。

・..現代社会は急速にその姿を変えており、青少年はこのような社会で育ち、来るべき新しい社

会を創り、担う存在であり、急激な社会経済的な変化に対応できるよう、多様な能力・資質

を備えることが求められます。特に、個として確立しつつ、激動する社会の一員として、そ

の形成に積極的に参画していくことが必要です。

・..平成 18 年（2006 年）12 月に改正された教育基本法においても、教育の目標として「公

共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」と

新たに規定されています。

・..次代を担う青少年が自立した存在として育つためには、青少年期を大人への準備期間として、

人格の基礎を築き将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させる時期とするとともに、

自らの人生をどう設計していくかについて考える時期とする必要があります。このためには、

家庭、地域、学校のそれぞれが、時代の要請に対応しながら、相互に密接に連携して、いわば「社

会総がかり」で青少年の健全育成に取り組むことが求められます。

・..本市においては、自治協議会の立ち上げに伴い、青少年育成市民会議理事として各自治協議

会長が参加し、協議会ごとに子育てと教育を進める集いを開催しています。また、保護司会

と共催でうきは市青少年弁論大会を開催しています。

・..体育協会と連携し、ジュニアスポーツクラブの育成に取り組んでいます。また、うきは市民

大学子ども未来学部で、地域参加機会創出のためのさまざまな体験プログラムを実施してい

ます。

・..通学合宿は、自立心を養う上で青少年育成に非常に効果的であり、子どもと地域住民との連

帯にも役立っています。

２．青少年育成体制について
・..基本的な生活習慣については、「うきは市子育て９カ条」に基づき、学校、保護者、子どもが

一体となった取組を行っています。「うきは市子育て９カ条」については、各学校や市内すべ

ての社会教育施設にリーフレットを掲示し、啓発を進めているほか、子育てと教育を進める

集い等で子育てに関する内容の講演を開催しています。

・..家庭教育学級の運営に関して年２回会議を開催し指導を行っています。

・..子ども会については、リーダー、ジュニアリーダーの育成のため、講習会を開催しています。

・..青少年補導については、うきは警察署主導で活動しています。
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▲学童水泳大会 ▲弓立神社相撲大会 ▲吉井子供河童相撲大会

基本方針
家庭・地域・学校・各種団体などが連携し、情報交換や相談体制の充実を図り、子どもの健全

な育成を目指すとともに、指導者の育成に努め地域における支援体制を充実します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　青少年育成活動の充実 ●うきは市青少年育成市民会議、自治協議会と継続して連携し、地域
が一体となって、子育てと教育を進める集い、青少年弁論大会等を
開催し、青少年の非行防止や健全育成活動に取り組みます。

●郷土を愛し、心豊かでたくましく生きる力を持った青少年の育成の
ため、うきは市民大学子ども未来学部でさまざまな体験事業等のプ
ログラムを推進します。

●体育協会との連携をさらに深め、ジュニアスポーツクラブの育成に
努めるとともに、うきはアリーナの自主事業プログラムについても
指定管理者と調整し充実を図ります。

●青少年育成の見地から、通学合宿等の活動の充実を図ります。

２　青少年育成体制の充実 ●「うきは市子育て９カ条」に基づいた取組と「早寝、早起き、朝ご
はん」を中心とした基本的生活習慣の確立を家庭教育学級活動の中
で推進します。併せて、青少年問題協議会、青少年育成市民会議と
連携し、各小学校へのリーフレット配布、講演会の開催等、啓発を
行います。

●各自治協議会青少年育成部門担当者と連携し、講習会開催等、子ど
も会等の活動への支援を行います。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきは市子育て９カ条
啓発リーフレット配布数 2,184枚／年 2,200枚／年

（継続）
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▲うきは市ふるさと大使.笑福亭
風喬さんによる落語

▲筑後吉井の小さな美術館めぐり

▲吉井祇園祭り

▲筑後吉井おひなさまめぐり

第８章｜市民が文化芸術に親しんでいます（文化芸術）

現況と課題
１．芸術・文化活動の取組
・..文化芸術は、人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で不可欠

なものであるとともに、人々を惹き付ける魅力を持ち、創造的な経済活動の源ともなりうる

ものであり、すべての人の豊かな生活の基盤として位置づけることも必要です。

・..白壁ホール等文化施設については、舞台設備操作業務の外部委託によりホール利用者の専門

的なニーズにも対応することができています。また、文化事業実行委員会と連携し、市民のニー

ズを把握して優れた自主事業プログラムを提供しています。

・..文化協会は、北筑後ブロック協議会において情報交換を行い、県文化祭参加についても、協

議会内で実施される地域行事へは積極的に該当部門の参加を要請しています。

２．団体等の育成
・..年１回の文化祭については、継続して実施しており、文化協会を中心によりよい文化祭を目

指して協議を重ねています。

・..文化協会の活動を支援し、文化団体の相互交流及び体系的な組織になるよう育成します。

３．文化財の現状
・..装飾古墳等文化財の見学への対応はできているものの、歴史的観光資源としてのアプローチ

については今後の課題となっています。

・..市内文化財については、適正な保全とともに、史跡屋形古墳群の史跡整備については委員会

を立ち上げ、計画づくりを進めています。

４．伝統的民俗芸能や民俗行事の現状
・..主要民俗行事については、ＤＶＤで映像に収め、資料館で公開しています。

・..文化芸能の伝承については、各地域の保存会が中心となって各地域の伝統的祭り等の継続を

図っています。
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▲伝統行事.山北おくんち

▲国指定文化財.平川家住宅

▲装飾古墳.珍敷塚古墳の壁画

▲伝統行事.若宮おくんち

基本方針
うきはの歴史への理解を深める文化財の保存・活用に努め、伝承文化の継承及び芸術・文化の

振興を進めるとともに、文化施設の整備・充実を図り、うきは文化の継承を推進します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　芸術・文化活動の振興 ●白壁ホール等文化施設については、業務委託者と連携し、利用者の
さらなるニーズに対応します。

●文化事業実行委員会と連携し、市民ニーズに対応したプログラムの
提供を図ります。

●今後、周辺市町との芸術鑑賞及び発表の情報の共有化を進めます。

２　団体等の育成 ●関係団体等の要望等を受け止め、意見の調整を図るなど文化祭の発
展を進めます。

●市民活動ネットワーク化の中核となる組織を育成・支援します。

３　文化財の保存・活用 ●貴重な文化財の適正な保存を進めます。
●史跡屋形古墳群の整備を進めるとともに、他の古墳群についても、
順次整備に向けて計画を推進します。

４　伝承文化の継承 ●資料館における民俗行事の上映を継続して行うとともに、必要に応
じ、文化芸能の調査を実施し、伝統文化の継承を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

白壁ホール等文化施設合計利用者数 94,989人 95,000人
（継続）

文化協会登録団体会員数 825人 825人
（現状維持）
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▲市民運動会 ▲市民ソフトバレーボール大会

▲うきはアリーナ.
温水プール

第９章｜市民が主体的にスポーツ活動に取り組んでいます（スポーツ）

現況と課題
１．スポーツレクリエーション活動の現状
・..スポーツは、身体を動かすという人間の本源的欲求に支えられ、「こころ」と「からだ」の健

全な発達を促すとともに、明るく豊かで、活力に満ちた社会の形成に寄与する人類共通の文

化です。

・..本市では、総合型スポーツクラブに代わるものとして、うきはアリーナ指定管理者と連携し、

市民のニーズを把握して、多彩な自主事業プログラムを提供することができており、今後も

継続して取り組む必要があります。

・..社会体育施設の体育協会への管理委託を進めているほか、スポーツ

指導者講習会、スポーツ講演会等を開催し、自立した体育協会の取

組を進めています。

■うきはアリーナ利用状況

年次 延利用者数（人）

平成26年 150,749

基本方針
多くの市民がスポーツやレクリエーションに参加できるよう、スポーツ行事の充実や各種ス

ポーツ団体の育成、体育施設の整備、専門職員の配置などスポーツ環境の整備を行います。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　スポーツレクリエー
ション活動の充実　

●うきはアリーナ指定管理者と連携し、市民のニーズを把握し、さら
に充実した自主事業プログラムを提供していきます。

●体育協会の活動の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきはアリーナ利用者数 150,749人 180,000人
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第10章｜さまざまな交流が活発に展開されています(交流)

現況と課題
１．広域連携の取組
・..地方自治体においては人口減少が続いており、今後財政基盤の弱体化が懸念される一方、地

方分権への対応を求められることから、自治体単独ですべての行政サービスをまかなうこと

が難しくなっています。

・..本市においても、行政区域を越えて広域的な対応については、久留米定住自立圏（久留米広

域連携中枢都市圏）や筑後田園都市推進評議会等を通じて広域行政推進を図っており、広域

的な視点から、地域の発展に取り組んでいます。

２．地域間交流の取組
・..学校間の交流、祭りの交流など、地域の特性をお互いに理解しながら、地域間交流を進めて

います。

・..ボランティア団体や民間団体による連携・交流では、商工会や各種ボランティア団体の交流

事業に対する側面からの支援を行っています。

・..友好都市の北海道枝幸町との物産交流等をはじめとした物的・人的交流を継続して、民間レ

ベルの交流を進めながら、お互いの地域の活性化に取り組んでいます。

３．都市と農村の交流
・..子ども交流プロジェクト事業により、山村地域の民家を活用し、都市部の子どもたち向けに

田舎暮らしの体験メニューを提供していますが、今後の受け入れ家庭の不足が課題となって

います。

・..道の駅うきはの観光インフォメーションに観光協会の職員を配置することによる情報発信や

障がい者団体との連携による情報の発信、観光案内の実施を進めています。

・..森林セラピー事業を推進しており、来訪者は増加しています。

４．国際交流の取組
・..各中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、実践的コミュニケーション能力の育成を図

るともに、教育と市民レベルの国際交流を進めています。

・..うきは市民大学一般教養学部主催講座にて、英会話教室、韓国語教室を開講しており、韓国

語教室長期受講生により中級教室も自主運営開講ができています。

・..国際交流としては、市民レベルの国際交流が進んでおり、市としても民間活力を生かしながら、

側面的支援をしています。

・..外国人観光客が増えていますが、観光案内やガイドブックの多言語化など外国人のニーズに

あった改善を進めています。
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基本方針
広域連携による多様な市民ニーズへの対応を図るとともに、地域間連携・交流を進め、個性的

で魅力ある地域づくりを推進します。また、国際感覚を身につけた人材を育成するための取組や

外国人にとっても親しみやすい環境整備を進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　広域連携の推進 ●久留米定住自立圏から、久留米連携中枢都市圏への移行も計画され
ており、国政の動きとマッチした広域行政の推進体制の整備を図り
ます。

２　地域間交流の推進 ●地域の特性をお互いに理解しながら、お互いの地域の発展に向けて
交流を進めます。

●民間活力を側面的に支援しながら、交流・連携が深まるよう進めま
す。

●友好都市との連携を深め、お互いの特色を生かしたまちづくりの交
流を進めるとともに、先進地視察や海外との交流を支援します。

３　都市と農村の交流拡充 ●山村地域以外の受け入れも視野に入れ、都会の人たちに田舎暮らし
の体験メニューの提供を継続していきます。

●観光協会による観光案内所の情報発信の強化を図ります。
●子ども交流プロジェクト事業については、ホストファミリー会員を
増やすことを通してスムーズな事業運営を行い、交流事業を推進し
ます。

●棚田オーナーについては、ほかの集落、地域でも取り組めるよう検
討を進めます。

●森林セラピーはうきは市の重要な観光資源であり、今後も民間団体
や企業等との連携強化を進めます。

４　国際交流の推進 ●国際交流の要となる組織や体制づくりについて検討します。
●外国語指導助手の活用による英語教育の充実、小学校における英語
活動を通して市民レベルでの交流を継続していきます。

●うきは市民大学一般教養学部主催講座を通して英会話教室、韓国語
教室の充実を図ります。

●草の根の市民レベルの国際交流を支援します。
●「ふるさと創生人材育成事業」を活用して、国際的な視野をもって
地域づくりに貢献できる人材を育成していきます。

●国際交流については、人的交流だけでなく、ウェブ上でも世界中と
つながることが可能となり、今後はさらに広がっていくと予想され
ます。そのためには、きちんとした教育が大事であり、小学校への
英語導入等の国策と合わせて国際交流推進体制づくりを進めます。

●道の駅うきはにおいて、外国人観光案内ができるよう、受け入れ体
制を整えます。
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▲棚田オーナー.田植え祭り

▲うきはYOSAKOI よさこい祭り

▲久大線を走る「ななつ星」歓迎の様子 ▲森林セラピー

▲農山村との絆協定締結記念式典

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

広域的連携事業数 14件 18件
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